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メッセージ 

ブラッドリー・ブラウワー 
南アフリカ観光局 

     アジア太平洋地区プレジデント 
 

2016 年第 3 四半期（10〜12 ⽉）に⼊り、南アフリカ観光局では引き続き、南アフ
リカの認知度向上および旅⾏者数増加を⽬的に、トレードサポートおよび様々なマー
ケティング活動を展開しました。９⽉より開始した新グローバルキャンペーン ”wow 
in every moment” の⼀環で⾏ったデジタルプロモーションの成功をはじめ、メデ
ィア・ホスティングの取材記事の掲載も増加するなど、今期は第 2 四半期（7〜9 ⽉）
における活動の効果が現れています。 

また、新キャンペーンを通じて南アフリカ観光局は、今⼈気の“みんなで旅を作る”ウ
ェブサービスの「トリッピース」および、お客様にあったツアーを提唱する旅⾏会社
「旅⼯房」とコラボレーションを 12 ⽉より実施しています。南アフリカツアーをオ
リジナルで作成し、トリッピースのサイト内でツアー展開するなど、2017 年３⽉の
ツアー催⾏に向けて準備しています。このような機会によって、⽇本の皆様が「リア
ルな南アフリカ」を感じて頂けることを願っております。 

私どもは、南アフリカの多様性に富んだ⽂化や貴重な遺産、そして⽇本の皆様との⼼
のつながりをより強固なものにしていくとともに、南アフリカのコストパフォーマン
スの⾼さを広く知っていただけるようバラエティ豊かな旅程の創出にむけてさらに
取り組んでいく所存です。 

⽇本の旅⾏業界ならびに報道関係の皆様からは、⽇頃より多⼤なるご⽀援を賜り⼼よ
り感謝しています。引き続き皆様のご⽀援とご協⼒を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。 

ありがとうございます。 
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におけるデジタルプロモーションの結果報告 

P 4 デジタルメディアを通じて南アフリカの認知度が向上 

P 5 『Hostelling Magazine』にタイアップ記事掲載 

P 6 ポジティブな露出の持続に向けて、         
⼀般メディアのホスティングを継続的に展開 
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南アフリカ観光局 
旅⾏⽐較サイト『トラベルコちゃん』における 

デジタルプロモーションの結果報告 

南アフリカ観光局は、新グローバルキャンペーン“wow in every moment”開始にと
もない、旅⾏⽐較サイト「トラベルコちゃん」に新キャンペーン特設ページを９⽉26
⽇より設置し、デジタルプロモーションを実施しました。この特設ページのトップペ
ージには、ブランドAVを設置し、南アフリカの魅⼒をビジュアルで表現。また、南
アフリカの「絶景」「サファリ」「⽂化・遺産」「シティライフ」「アドベンチャー」
「海」と⾏った6つの魅⼒を、6⼈の南アフリカ・スペシャリストにより紹介するペー
ジや、南アフリカ観光親善⼤使である⼥優 ⾼橋ひとみさんが、南アフリカを訪問し
た際に体験した沢⼭の “wow（ワオ！）“ の紹介ページを設置しました。11⽉30⽇
までの約2ヶ⽉間の結果として、南アフリカの「ツアー」クリック数21%増、「航空
券」クリック数59%増、「ホテル」クリック数21%増と、全カテゴリーにおいての
クリック数が前年同期⽐で増加し、プロモーション実施により、南アフリカ商品への
注⽬度は確実に⾼まりました。中でも「航空券」伸び率が⾼い理由として、個⼈旅⾏
需要の⾼まりも考えられます。よって、新キャンペーンの⼀環として実施したデジタ
ルプロモーションは、成功を収めました。 
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デジタルメディアを通じて南アフリカの認知度が向上 

南アフリカ観光局は、新グローバルキャンペーン“wow in every moment”開始にと
もない、新キャンペーンの紹介および南アフリカの魅⼒を最⼤限にアピールするため
に様々なプラットフォームを駆使し、デジタルプロモーションを実施しました。南ア
フリカ観光局は、当局⽇本語ウェブサイトに新キャンペーン特設ページの第⼀弾を開
設したほか、旅⾏キュレーションメディア「Find Travel」に公式チャンネルを開設。
さらに公式アカウントの Instagram、LINE@、You Tube を本格稼働しました。Find 
Travel には、10 ⽉〜11 ⽉の期間で 8 本の記事を掲載し、通常平均 PV 数を上回る
2,854PV（1 記事の平均値）を獲得しました。南アフリカ観光局⽇本語ウェブサイト
の特設ページに関しては、ユーザー数の前年同期⽐（9 ⽉ 26 ⽇〜12 ⽉ 3 ⽇）で
110.2%、セッション数 108.1%と前年を上回る結果となりました。キャンペーン開
始以降、南アフリカへの注⽬度がさらに⾼まっていると⾔えます。 
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『Hostelling Magazine』にタイアップ記事掲載 

南アフリカ観光局は、⽇本ユースホステル協会が発⾏する季刊誌「Hostelling 
Magazine（ホステリングマガジン）」の12⽉号に、タイアップ記事5ページと広告
１ページを掲載しました。「ホステリングマガジン」の発⾏部数は75,000部で、ユ
ースホステル協会会員の⽅に郵送されるほか、全国のユースホステル、道の駅（⼀部
を除く）などで無償配布されています。南アフリカ観光局のタイアップ記事では、ケ
ープタウン、喜望峰、ワインランドの魅⼒を紹介。さらに読者プレゼントとして、南
アフリカワインの⾚・⽩３セットを提供しました。 
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ポジティブな露出の持続に向けて             

⼀般メディアのホスティングを継続的に展開 

南アフリカ観光局では、⾏ってみたい旅⾏⽬的地として、南アフリカの溢れる魅⼒を
メディアを通じて露出し続けるために、⽇本の様々なメディアによる現地での取材・
撮影をメディア・ホスティングとしてサポートしています。2016/17 年度の第 3 四
半期において、メディア・ホスティングによる露出の中でのハイライトは、信⾦カー
ド会員誌「はれ予報」の 10 ⽉号に掲載された「野⽣動物と出会う南アフリカ グラ
ンピングの旅」。“朝と⼣⽅はブッシュで野⽣動物をウォッチングし、夜はラグジュ
アリーな部屋でくつろぐ。そんな究極のグランピングを体験できるのが、南アフリカ”
のタイトルで、豪華サファリロッジのキャンプ・ジャブラニ、サビサビ・ラグジュア
リー・サファリ・ロッジーズ」やアクティビティが 12 ページにわたり紹介されまし
た。同豪華ロッジの紹介は、トラベル情報サイト「We Love Expedia」にも 11 ⽉ 1
⽇に掲載。そのほか、ビジネス情報ウェブサイトの COURRIER Japon にクワズール
ー・ナタール州の魅⼒が 11 ⽉ 25 ⽇に掲載、LGBT 情報サイトの GENXY にケープタ
ウンの紹介記事が 11 ⽉ 25 ⽇に掲載されました。また、10 ⽉ 3 ⽇には BS-TBS の
「世界⼀周魅惑の鉄道紀⾏」、10 ⽉ 10 ⽇には東海テレビの「スイッチ」、12 ⽉ 31
⽇にはテレビ朝⽇の「クイズ サバイバー」にて南アフリカが紹介されました。 
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業界関連 

 

⽬ 次 
 
P 8 新キャンペーンの⼀環で、南アフリカ観光局 x トリッピー

ス x 旅⼯房のコラボレーションを実施 
 
P 9  ケープタウンサイクルツアーに向けてトレードパートナ

ーをサポート 

P 10  新キャンペーンにトレードパートナーが続々参加 

P 11  主要なトレードパートナーが継続的に開催している         
⼀般向け旅⾏セミナーをサポート 

 

 

  



                     

  

8 
 

The Spirit of South Africa 

 

 

 
 

新キャンペーンの⼀環で 
南アフリカ観光局 x トリッピース x 旅⼯房 

コラボレーションを実施 
 

南アフリカ観光局は、新グローバルキャンペーン“wow in every moment”の⼀環で、
みんなで旅を作るウェブサービスの「トリッピース（trippiece）」および⾃由な旅づ
くりを提唱する「旅⼯房」とのコラボレーションを12⽉より実施しています。このコ
ラボレーションでは、旅⼯房が中⼼となり南アフリカへのスペシャルツアーを作成し、
トリッピースのプラットフォームを活⽤し集客するというもの。南アフリカ観光局は、
南アフリカの魅⼒とツアー紹介のランディングページおよびツアー企画ページを作
成し、トリッピーズ上に設置しました。ツアーの催⾏は2017年3⽉に予定され、ベス
トシーズンのケープタウン滞在やクルーガー国⽴公園での野⽣動物に出会えるサフ
ァリ体験など、南アフリカの魅⼒が満喫できる旅となっています。 
 
  

ランディングページ：南アフリカの魅⼒とツアー紹介 

ツアー企画ページ 
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ケープタウンサイクルツアーに向けて 

トレードパートナーをサポート 
 

南アフリカ観光局は、2017年3⽉12⽇（⽇）に南アフリカのケープタウンで開催さ
れる世界最⼤の⾃転⾞レース「ケープタウンサイクルツアー」に向けて、主要トレー
ドパートナーのH.I.S.（スポーツセクション）をサポートしました。当局は、⽇本最
⼤のサイクリング情報サイト、シクロワイアード（cyclowired）のメディア・ホステ
ィングを設定するとともに、スポーツジャーナリストである橋本謙司⽒とコラボレー
ションするH.I.S.のツアー造成に協⼒。シクロワイアードおよび南アフリカ観光局⽇
本語ウェブサイト上に、告知バナーを設置しました。 
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新キャンペーンにトレードパートナーが続々参加 

南アフリカ観光局が 2016 年 9 ⽉より展開する、新キャンペーン “wow in every 
moment” に、トレードパートナーであるクラブツーリズム、JTB、ST World など、
数々の旅⾏会社が参加しています。各旅⾏会社は、「トラベルコちゃん」に設置した
南アフリカ観光局のキャンペーン特設ページ内へのリンクバナーを貼り、南アフリカ
ツアーへの導線を強化しました。南アフリカ観光局は、これらの旅⾏会社に対して、
キャンペーン情報の提供や、成約したお客様およびセミナーや説明会などの販促ツー
ルとして、トートバッグ、ルイボスティー、ワイン等の提供を⾏っています。 
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主要なトレードパートナーが継続的に開催している         
⼀般向け旅⾏セミナーをサポート 

南アフリカ観光局ではトレードパートナー各社が主催する旅⾏説明会を継続的にサ
ポートしています。第3四半期においては、10⽉22⽇にクラブツーリズムによるセミ
ナーが開催され、50代から70代のお客様26名が参加しました。南アフリカ観光局は、
パンフレット等の配布に加え、抽選プレゼント⽤の南アフリカワインを提供しました。
また、11⽉28⽇には阪急交通社によるセミナーも開催され、36名のお客様が参加し
ました。南アフリカ観光局は、パンフレットやお⼟産⽤のルイボスティーを提供する
ほか、ワインテイスティングを⾏いました。さらに、南アフリカ観光局トレード・マ
ネージャーによる挨拶および南アフリカの魅⼒に関するプレゼンテーションも⾏う
など、参加者の南アフリカへの関⼼を⾼めるよう積極的に働きかけました。 
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イベント・南アフリカ⼤使館との連携 

 

⽬ 次 

 
P 13  南アフリカワイン協会主催のワインセミナー＆試飲会を

サポート 

P 14  SADC 主催イベントをサポート 

P 15  南アフリカ⼤使館主催のプレストリップ報告会 

P 16  SACCJ のコミュニケーション・イベントに参加 
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南アフリカワイン協会主催 
ワインセミナー＆試飲会に参加 

南アフリカワイン協会（WOSA: Wines of South Africa）は10⽉25⽇、「南アフリ
カワインセミナー＆試飲会」をアグネスホテルアンドアパートメンツ東京にて開催し、
250名を超える業界関係者が参加しました。このイベントは、南アフリカワインだけ
を集めた⽇本最⼤の展⽰会を兼ねており、輸⼊業者17社が出展し、世界⼀厳しい品質
基準で管理された秀悦なワイン270種が揃いました。また、南アフリカワイン協会ア
ジアマーケティングマネジャーのミカエラ・スタンダー⽒によるセミナーと南アフリ
カワインアンバサダーの⽥辺由美⽒によるセミナーが開催されました。南アフリカ観
光局は、輸⼊業社へのインタビューや写真撮影を⾏い、当局の公式チャンネルおよび
SNSにてイベント取材記事を掲載しました。 
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SADC 主催イベントをサポート 

南部アフリカ開発共同体（SADC: Southern African Development Community）
は10⽉27⽇、⽇本外国特派員協会（FCCJ: The Foreign Correspondents’ Club of 
Japan）で「Southern African Safari」イベントを開催。50名を超える参加者があ
りました。会場では、南部⼤⻄洋とインド洋の海からの新鮮なシーフード、世界各地
で楽しまれている素晴らしい南アフリカのワイン、果物やナッツなど伝統的な料理が
提供されました。また、各国のファッションショーも⾏われ、華やかな賑わいを⾒せ
ました。南アフリカ観光局は、ワインや抽選会の賞品として南アフリカグッズが⼊っ
たギフトバッグを提供するほか、バナーの設置、パンフレット配布等を⾏い、イベン
トをサポートしました。 
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南アフリカ⼤使館主催のプレストリップ報告会 

南アフリカの魅⼒を⽇本全国に伝え、⽇本⼈旅⾏者増加を⽬的とした⼤使館主催のプ
レストリップ（協賛：南アフリカ観光局／エミレーツ航空）が、2016 年７⽉に催⾏
され、全記事露出後の 11 ⽉ 10 ⽇に取材報告会が⼤使館にて開催されました。今回
プレストリップに招待されたジャーナリストは、南アフリカでの素晴らしい体験や感
じたことなどをベリル・ローズ・シスル⼤使に報告。取材記事は、“南アフリカのサ
ファリとラグジュアリーなグランピング”と題し、⼥性のためのライフスタイルポー
タルサイト「CREA Web」（8 ⽉ 25 ⽇付）、信⾦クレジットカード会員誌「はれ予
報」（10 ⽉号）、トラベル情報サイト「We Love Expedia」（11 ⽉ 1 ⽇付）に掲
載されました。 
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SACCJ のコミュニケーション・イベントに参加 

南アフリカ商⼯会議所（SACCJ: South African Chamber of Commerce Japan）は
12⽉7⽇、登録会員間の関係構築を⽬的としたコミュニケーション・イベントをザ・
レギャン東京で開催し、100名を超える来場者がありました。南アフリカ観光局は、
ブースを出展し、南アフリカ観光局の公式FacebookやTwitterなどのSNSおよび
LINE@への登録を誘致するほかパンフレット等を参加者へ提供。また、イベントの
⽬⽟である抽選会には、スペシャルギフトとして南アフリカワインの⾚⽩セット3組
を贈呈しました。 
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ニューストピックス 

 
⽬ 次 

 

P 18 南アフリカ観光局新CEOが所信表明                                
成⻑性の重視が雇⽤創出へ 

P 19  マスターカード調査「2016年度世界渡航先ランキング」            
アフリカ⼤陸内でヨハネスブルグが第 1 位にランクイン 

P 20   南アフリカ観光業 ニッチな分野への特化とFITの     
⼤きな可能性 

P 21  南アフリカ アジア市場の更なる拡張に向けた挑戦 
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南アフリカ観光局新CEOが所信表明                                
成⻑性の重視が雇⽤創出へ 

10⽉3⽇に新たに南アフリカ観光局最⾼経営責任者（CEO）に就任したシサ・ンツォーナ
は、「南アフリカにおける観光産業は、渡航者数および国内⽀出額という点で⼤幅な増加
を⽰してきたことから、これまで以上に成⻑を加速させていかなければならない」と声明
を出した。 

メディアに向けた演説の中で、ンツォーナ最⾼責任者は「南アフリカ国内総⽣産における
観光セクターの貢献度の向上が、新たな彼の任務において極めて重要な⽬標である」と述
べている。現在観光業は、GDP全体のうち直接的なものと間接的なものを含めておおよそ
9%を占めているものの、この数字はまだ伸び得ると確信している。 

さらに、ンツォーナ最⾼責任者は「観光業の発展は雇⽤創出の鍵と⾔えることからも注⼒
していくべきである」と強調。雇⽤は成⻑性と投資によってもたらされる結果であるため、
まだ雇⽤創出にそれほど結びついていないと説明し、「成⻑性を重視することで、おのず
と雇⽤の創出につながる」と述べている。 

ここ数年間、南アフリカにおける海外からの渡航者数の増加率が平均3%であるのに対し、
世界平均では4%増加している。ンツォーナ最⾼責任者は、南アフリカがこの平均値と同
等もしくは上回ることができると考えており、観光局では今後5年で国内旅⾏者を100万
⼈、海外からの旅⾏者を400万⼈増加させることを⽬標とする。また、包括的な成⻑は南
アフリカ観光局の使命であると強調した。 

様々なセクターとのコラボレーション、質の良いデータの提供そして⾰新に向けた取り組
みもまた新しいCEOにとって優先度の⾼い課題として位置付けられている。ンツォーナ最
⾼責任者は「南アフリカ観光局は⺠間セクターとの連携や、⾰新を後押しする新しいアイ
ディアを持った⼈々との関わりを楽しみにしている」と述べた。また、観光局にある多く
のデータを提供することで、各セクターも市場情報を活⽤して賢明な決定ができると考え
ている。 

最後に、ンツォーナ最⾼責任者は「国内旅⾏の促進も観光局にとって重要な⽬標であり、
南アフリカの国⺠4,500万⼈全員が国のブランド・アンバサダーになることが⽬標である」
と締めくくった。  
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マスターカード調査「2016 年度世界渡航先ランキング」            
アフリカ⼤陸内でヨハネスブルグが第 1 位にランクイン 

マスターカード（MasterCard 本社：ニューヨーク州パーチェス）が世界 132 都市を対
象に⾏った 2016 年度世界渡航先ランキング(Global Destination Cities Index)で、南
アフリカのヨハネスブルグがアフリカ⼤陸内で 4 年連続第 1 位を獲得した。また、ケー
プタウンが第 3 位、ダーバンは第 5 位にランクインしている。 

調査結果によると、ヨハネスブルグへの 2016 年度における海外からの来訪者数は、前
年同期⽐ 6.2%増の 360 万⼈（2015 年度：339 万⼈）と予測されている。また、ケー
プタウンへは 140 万⼈、ダーバンへは 83 万 1 千⼈と来訪者予測数が発表された。 

マスターカードの南アフリカ事業部⻑ マーク・エリオット（Mark Elliot）⽒は、「観光
産業は南アフリカ経済の重要な推進⼒となっています。ヨハネスブルグへの来訪者数が
安定して増加しているのは、都市が様々な素晴らしい魅⼒を提供し、いかに海外からの
お客様に感動を与えているかということを⽰唆しています」と述べている。さらに「来
訪者による消費は、都市におけるサービス業、⼩売業、輸送業、スポーツ部⾨および⽂
化部⾨への重要な資⾦源となります」とエリオット⽒は⾔及する。2016 年度の宿泊を
ともなう来訪者による消費額は、ヨハネスブルグが 17.3 億⽶ドル、ケープタウンが 10
億ドル、ダーバンが 2 億 8800 万⽶ドルと予測される。 

また、ヨハネスブルグ市の市⻑市議会議員ハーマン・マシャバ（Herman Mashaba）⽒
は、「ヨハネスブルグは、近隣諸国からの来訪者数も多く、アフリカ⼤陸におけるビジ
ネス、⽂化、経済において最も重要なハブの 1 つです。観光産業は、我々にとってプラ
イオリティが⾼く、今後の経済成⻑戦略の柱になっています」と⾔及。さらに「進化し
続ける⼈気ショッピングモール、ライフスタイル、スポーツ、ビジネス・イベントなど、
様々な観光素材を提供できるヨハネスブルグは、今回の調査で再び訪れたい⽬的地とし
て位置付けられています。」とマシャバ⽒は加えた。 

2016 年度世界渡航先ランキング(Global Destination Cities Index)： 
http://mstr.cd/2cOTo3W 
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南アフリカ観光業 ニッチな分野への特化とFITの⼤きな可能性 

南アフリカ観光業界のニュースサイト、ツーリズムアップデート（Tourism Update）の
ミシェル・コールマン⽒は、アジア市場では団体旅⾏という形態から、特定の分野に関⼼
を持った少⼈数での旅⾏形態に向かっていく兆候があると考察している。 

南アフリカ統計局は、今年に⼊って8ヶ⽉間でアジア市場全体の旅⾏者数が前年同⽉⽐
41％増と発表しており、中国からの旅⾏者数は64％増、インドは27％増、⽇本は34％増、
韓国は46％増となった。旅⾏者数増加を⽰したこれらの国々は、南アフリカ観光業の重
要な源で、アジア市場は昨年のエボラ出⾎熱や査証に影響された低迷期を乗り越えて回復
を⾒せている。 

南アフリカ コーチチャーター＆バスレンタル（SA Coach Charters and Bus Rentals）
の代表取締役ファニー・ヴァン・ジル⽒は「⼀年を通じてアジアからの旅⾏者は南アフリ
カ国内で10〜14⽇ほどの滞在をする傾向があり、ガーデンルートやケープタウンを好む」
と述べている。さらに、現地⼿配会社ユア・アフリカ（Your Africa）東南アジア市場担
当の⼭脇⽒によると、アジア⼈旅⾏者は野⽣動物たちと出会えるサファリ体験を重視して
おり、⼀般的に旅程にクルーガー国⽴公園やマブラ動物保護区、ピーランスバーグ国⽴公
園の訪問を含めることが多いとされている。 

この新たなトレンドにおいて、ユア・アフリカの⼭脇⽒は、グルメおよび花や⿃といった
特定の関⼼事に特化したツアー動向を注視しており、同社⽇本市場担当の鈴⽊⽒も、⽇本
⼈が花に対して抱いている特別な関⼼が、南アフリカの桜とも称されるジャカランダに結
びついていると考察。また、南アフリカ観光局のブラウワー⽒は、将来的にアジア市場に
おける旅の⾏程は特定の分野ごとに細分化され、多くのアジア⼈は現在⼤半を占めている
団体旅⾏から離れ、⼩さなグループもしくは個⼈旅⾏が増えると予測。海外個⼈旅⾏(FIT)
における新たな機会が業界で増えていくと考えている。 

アジア⼈旅⾏者の層もまた同様に変化しており、これまで⼤半を占めていたシニア層とと
もに、若い世代の旅⾏者が増加してきていると⼭脇⽒は実感している。旅⾏アプリやソー
シャルメディアの利⽤増加が影響している可能性もあり、ブラウワー⽒は、Facebookや
LINEなどのソーシャルメディアはデジタルに強い情報通の若い旅⾏者を惹きつける上で、
潜在的に⾮常に効果の⾼いチャンネルであると考える。 
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南アフリカ アジア市場の更なる拡張に向けた挑戦 

南アフリカ観光局アジア太平洋地域プレジデントのブラッドリー・ブラウワー⽒を始めと
する業界関係者らは、アジアにおける訪南アフリカ旅⾏市場への取り組みに関して、南ア
フリカ観光業界のニュースサイト、ツーリズム・アップデート（Tourism Update）にて、
アジア市場について話し合われるべき潜在的な問題点を⾔及した。 

ブラウワー⽒は、「アジア市場に対しての最⼤の課題は、南アフリカとアジア各地を結ぶ
直⾏便が不⼗分であり、市場の成⻑を妨げている。南アフリカ観光局は、アジアからの旅
⾏者のために、輸送機関の利便性向上にむけて各航空会社や政府間組織との協⼒に引き続
き取り組んでいく」と述べている。また「ビザや⼊国時の不便さは、旅⾏⽬的地としての
南アフリカを訪れる多くの市場が突きつけられている問題だ。⽇本⼈旅客と韓国⼈旅客は
ビザが免除されているものの、⼊国時には⽣体認証に時間を要し、対応する内務省の⼈員
も限られていることから、⻑い⾏列に並ばなければならないのが現状だ」と加えている。 

また多くの業界関係者は、南アフリカではアジアの⾔語を話すガイドが圧倒的に不⾜して
いると⼝を揃える。エアポートシャトルサービスを提供しているライノシャトルのリビ
ー・ネル⽒は、「南アフリカの旅⾏業界におけるアジア⽂化の知識の広がりが、今後のア
ジアからの旅⾏者増加にとても役⽴つだろう。彼らの⽂化をより深く理解することで、⽂
化的にふさわしい態度やジェスチャーを通して、敬意や思いやりを表すことができる。
我々はこの点において、より聡明になれるよう努⼒していく所存だ」と⾔及。さらに「メ
ールやSNSが繋がることはアジア⼈旅⾏者にとって重要で、弊社の全⾞両には携帯電話や
タブレットを充電できるUSBポートを搭載している。Wi-Fiはまだ利⽤可能ではないが、
近い将来に提供できるよう検討を進めている」とネル⽒は述べている。 

現地⼿配会社ユア・アフリカ（Your Africa）の東南アジア市場担当である⼭脇⽒は、「ア
ジア⼈は細かく具体性を求めるところがあり、⼀度確認された⼿配内容を変更することを
好まない。サービス提供者や商品オーナーには、⾒積もりの段階からお客様が南アフリカ
を出発するまで、綿密で具体的な対応に努めることを勧めている。また、もう⼀つの懸念
事項として彼らの要望すべてを旅程に組み込むことが挙げられるが、東南アジア⼈の滞在
期間は通常、他の市場よりも短いことから、サービス提供者は滞在期間に対して現実的な
旅程を組まなければならないとアドバイスしている」と⾔及。さらに「南アフリカ旅⾏の
リピーターとなるマーケットを作り出すことは、また別の挑戦である。ユア・アフリカで
は、新たなアクティビティやアトラクションへの興味を作り出すことで進化しようとして
いる。南アフリカは、⾏きたい場所に⾏き尽くしてきたというアジア⼈旅⾏者のシニア層
が、⼀⽣に⼀度の旅⾏⽬的地として選ぶ場所の⼀つである。⼀⽅、より若い世代の興味を
作り出し、若者層に南アフリカを訪れてもらうことで、⼀度だけではなくリピーターにな
ってもらえる可能性があるだろう」と⼭脇⽒は加えている。 
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今後のマーケティング活動の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラベルキュレーションメディア「RETRIP」による
南アフリカ取材 
2017 年 1 ⽉ 20 ⽇〜25 ⽇ 

トラベル情報サイト「Photrip」による 
南アフリカ取材 
2017 年 3 ⽉初旬 
 

ニュースサイト「ガジェット通信」による 
南アフリカ取材 
2017 年 3 ⽉初旬 

フジテレビ「にじいろジーン」による 
南アフリカ取材 
2017 年 1 ⽉ 28 ⽇〜2 ⽉ 9 ⽇ 
January 2017 

BS-TBS「世界の窓」による 
南アフリカ取材 
2017 年 2 ⽉ 1 ⽇〜2 ⽉ 18 ⽇ 
 

MICE 情報誌「MICE Japan」による 
「Meetings Africa 2017」取材旅⾏ 
2017 年 2 ⽉ 24 ⽇〜3 ⽉ 3 ⽇ 
 

⾃転⾞情報誌「cycrowired」による 
「ケープタウンサイクルツアー2017」取材 
2017 年 3 ⽉ 9 ⽇〜3 ⽉ 14 ⽇ 
March 2017 


